
パブリックコメント手続き結果概要 

 

１．案件名 

 「ごみ処理手数料のあり方について」の環境審議会答申案に対するパブリックコメント 

 

２．実施機関 

(1) 名称     ： 交野市環境審議会 （事務局：交野市環境部環境総務課） 

(2) 所在地    ： 〒576-0041 大阪府交野市私部西３丁目３番１号 

(3) 電話番号   ： 072-892-0121（内線 266） 

 

３．概況 

  (1) 意見募集期間  ： 平成２８年２月１０日（水）から平成２８年３月１０日（木）まで 

 (2) 実施周知手段  ： 広報かたの、交野市ホームページ 

 (3) 資料等公表場所 ： 交野市ホームページ、情報公開コーナー、実施機関（事務局）の事務所 

  (4) 意見等提出方法 ： 書面、郵送、ファクシミリ、電子メール 

 

４．提出人数及び意見等の件数 

  提出人数  ４人 

提出意見数 ３８件 （延べ ３９件） 

  注）一つのご意見の中で、内容が複数項目にわたる場合、それを分けて延べ件数としました。 

 

５．受付した意見等の結果 

項目別意見数 パブリックコメント制度について ２件 
 

 
有料化導入について １５件 （同内容のご意見含む） 

 
有料対象物について ２件 

 

 
手数料の水準について １件 

 

 
手数料の使途について １件 

 

 
減免について １件 

 

 
ごみ減量化施策について ２件 

 

 
有料化実施後の懸念点 ４件 

 

 
点検、評価、見直しについて ３件 

 

 
排出方法について １件 

 

 
審議会について １件 

 

 
その他 ６件 

 
合計     ３９件 

 

６．意見等に対する審議会の考え方・対応 

お寄せいただいたご意見と、それに対する審議会の考え方を取りまとめましたので下記のとおり公

表します。いただいたご意見の内容を一部答申に追加することといたしました。また、本審議会の答

申案と直接関係の無いご意見においては、掲載しておりませんが、市の担当部局に連絡する等、貴重

なご意見として真摯に受け止めております。 

多数のご意見をお寄せいただきありがとうございました。
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(１)パブリックコメント制度について 

意見の概要 意見に対する審議会の考え方・対応 件数 

答申案は全て広報に掲載するの

ですか。 

交野市意見公募手続に関する規則第５条、第２項に「公表しようとす

る内容が相当量に及ぶときは、内容の一部を省略し公表することが

できる。」（一部抜粋）と規定しており、量的な問題から広報に内容全

体を掲載することが難しいため、広報には答申案の概要を掲載し、

詳細は市のホームページや情報公開コーナー等で公表しました。 

2 

粗大ごみ有料化反対者が多くなっ

た場合どうするのですか。 

有料化により、一定の減量効果があることは確認されており、その手

数料収入をさらなるごみ減量施策に使用することが、一般廃棄物の

発生抑制等に有効な手段と考えられるため、本審議会ではその有

効性について、市民の方々の理解を得ることが重要だと判断しまし

た。しかし、答申策定にあたっては、市民の方々の様々なご意見を

参考にさせていただく必要があると考えます。 

 

(２) 粗大ごみ一部有料化導入について 

意見の概要 意見に対する審議会の考え方・対応 件数 

これまでどおり税金で賄うべきで

す。減税されないのであれば、税

の二重取りです。 

国では、地方自治法第 227条第 1項を法的根拠とし、ごみ処理手数

料を徴収することができるとしており、有料化は、排出量に応じた負

担の公平化が図られること、住民の意識改革につながることなどか

ら、一般廃棄物の発生抑制等に有効な手段と考えられ、現に一定の

減量効果が確認されており、有料化の導入を推進すべきであるとし

ています。 

本審議会で提言している粗大ごみの一部有料化は、財源確保のた

めではなく、ごみの減量及び一定の受益者負担を目的としたもの

で、税金の二重取りにはあたらないと考えています。 

15 

・なぜ今一定の受益者負担をしな

ければならないのですか。 

 

・景気や雇用情勢が厳しいこの時

期になぜ有料化を実施しないとい

けないのでしょうか。 

 

・第１ベビーブーム世代が子供に

迷惑をかけないため、身辺整理を

行う時期であるのに、有料化とは

疑問がでます。 

 

・他市から交野市に転入するのは

ごみの有料化がないためだと聞い

ています。 

平成２０年度から１０年度間の交野市一般廃棄物処理基本計画の施

策の一つに「ごみ減量化の手法としての有料化について調査検討を

行う」と掲げており、本市でのこの１０年の排出量の推移を見ると、粗

大ごみ総量においてはほぼ横ばい、可燃粗大ごみにおいては微増

しています。また、ごみの有料化は、有料化を実施している市から無

料の市へのごみの流入の問題などもあるため、近隣市との一定の足

並みを揃えることも重要だと考えております。ごみの有料化につい

て、すでに複数の近隣市で、粗大ごみの全部や一部有料化が実施

されており、その他、現在無料の市においても検討段階にあることを

確認しております。これらのことから、交野市での粗大ごみの一部有

料化を導入するにあたり、適切な時期にあると考えます。 
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意見の概要 意見に対する審議会の考え方・対応 件数 

粗大ごみの一部有料化でごみが

減らなければ別の対策を考えてい

るのですか。 

有料化の目的の一つとして、ごみの減量とリサイクルの推進を掲げて

いることから、単に粗大ごみ一部有料化を導入するだけでなく、並行

して、分別収集及びリサイクルの促進や周知啓発などの施策を実施

すべきと考えています。 

 

粗大ごみの一部有料化によりどれ

ほどの減量効果があるのか数値を

明確に示すべきです。 

大学等研究機関による調査では、有料化により家庭系可燃、不燃ご

みが減量した自治体は有料化実施自治体の９７％、その減量率の平

均は２０％という結果が得られています。 

大阪府下では、粗大ごみの一部有料化を品目別または大きさ別の

方式を採用し実施した場合において、有料化の導入時に前年比 

５０％程度減少した自治体もあります。 

交野市では、粗大ごみの一部有料化と同時に排出区分の変更され

る予定のため、現在の粗大ごみ排出量との比較はできませんが、本

審議会では、導入時には出し控え等もあり、他市と同程度の減少が

見込まれると考えています。 

・出前講座を実施する等、時間を

かけて市民の声を聴き、市民が納

得してから粗大ごみ有料化を実施

すべきです。 

 

・粗大ごみ有料化の実施は市民の

協力の基に達成されます。パブリ

ックコメントより先に市民アンケート

等で多くの市民の意見を反映して

ほしい。 

粗大ごみの一部有料化が、発生抑制、一定の受益者負担の一つの

手段として成功するためには市民の十分な理解と協力が必要である

と考えております。審議会からも、パブリックコメントにより広く市民の

皆様のご意見を伺うだけでなく、有料化導入する前には、交野市は

各地域で説明会を実施すること、また、説明会では、一方的な説明

では終わらず日常のごみの相談にも対応できるよう現場職員をまじ

えながら、コミュニケーションをとりながら進めることが重要であると提

言しています。 

粗大ごみ有料化が財源確保であ

れば、市政の失敗であり、その責

任は誰がとるのか明確にする必要

があると思います。 

有料化の目的は、ごみの減量と費用負担の公平性の確保であり、財

源確保のためではありません。 

粗大ごみの減量目標がはっきりし

ないのに、粗大ごみ有料化を実施

するのはおかしいと思います。 

減量目標については、交野市一般廃棄物処理基本計画に家庭系ご

みの削減率が掲げられています。容器包装リサイクル（廃プラ）の分

別収集の開始等により、一定の減量効果が出ていますが、不燃粗大

ごみにおいては、抜き取りの増加により真の減量とは言えない現状

であること、また、可燃粗大ごみにおいては、増加傾向にあることか

ら、今回まず粗大ごみの一部を有料化することがごみの減量のため

に有効であると判断しました。 
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意見の概要 意見に対する審議会の考え方・対応 件数 

粗大ごみの一部有料化も市長戦

略にある効率化の一つであると考

えますが、「改革」の名のもとに、市

民負担増やし、市民サービスを切

り捨てるものとなっているのではな

いですか？現時点の財政状況か

ら、現行事業を変更する緊急な必

要性は考えられません。 

粗大ごみの一部有料化については、市長戦略であるごみ収集の効

率化とは異なるものと考えます。また、粗大ごみ一部有料化は市の

財源を補うものではなく、一部負担によりごみの減量につながること

を目的としており、その手数料収入により市民ニーズに応じる環境施

策を講じることで、市民サービスに還元されるものと考えます。 

  

有料化ありきで話が進んでおり、

価格も決まっているのではないの

ですか。 

ごみの減量を目的として、ごみ処理手数料のあり方を検討し、交野

市での廃棄物量の推移等から、粗大ごみの一部を有料化することが

適切と考えたものです。また、粗大ごみの処理手数料については、

現段階では決定されたものではありません。 

  

粗大ごみ有料化の説明は、市長、

副市長、環境部長が自ら先頭に立

ってお願いする真剣さが必要だと

思います。 

審議会でも、粗大ごみ一部有料化については、市が一丸となって取

り組くんで行くよう提言しています。 

  

広報に平成２５年度から平成２６年

度にかけて家庭系ごみが０．３％

増加したとの記載がありましたが、

答申案には平成２５年度から平成

２６年度粗大ごみの増減率が記載

されていないため、有料化の判断

ができません。 

第 1回環境審議会開催時（27年 7月 14日）には、26年度分のごみ

の排出量が集計されていませんでしたが、最終提言書には正式な

資料として差し込みます。 

平成２６年度は、粗大ごみ全体では若干減少しておりますが、10年

間の推移でみると多少の減少はあるものの、ほぼ横ばい状態です。

審議会では、粗大ごみの増減のみではなく、市域から排出される全

てのごみを対象に検討し、更なる減量をめざし、有料化を導入するこ

とが望ましいとしました。 
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(３)有料対象物について 

意見の概要 意見に対する審議会の考え方・対応 件数 

電化製品を粗大ごみとして申込み

家の前へ出したところ、市が収集

する前に業者が持っていったこと

がありましたが、業者が持っていく

ようなそれなりの価値のある粗大ご

みを市が有料で処理するのはお

かしいと思います。 

今回の有料化は売却可能な有価物も含めごみ全体の減量を目的と

しております。また、ごみの処分に関しては、収集、運搬、処理と経

費が発生し、売却益が生じるものについても、適正に処分した場合

には費用が生じます。 

（市の見解） 

粗大ごみ、及び資源ごみの抜き取りに対しては、各自治体でも対応

に苦慮しております。現在交野市では、交野警察と連携を図り、早朝

よりパトロールの車両を出動させ対応しており、他市では、罰則条例

を制定し対応しているところもありますが、パトロールの外部委託等、

運用のための費用が売却収入より上回る結果となる事例もあり、決め

手となる手段が現在のところありません。 

抜き取りに対しては、今後も引き続き他市の状況も参考にしながら強

化を図り、衛生面、治安面、費用対効果等を考慮し取り組みます。 

2 

小型家電のリサイクルを実施して

いないのに、粗大ごみの処分を有

料とするのですか。 

小型家電リサイクル法では、市の特性に合わせた回収方法により、

小型家電を分別収集し、認定事業者に引き渡すこととなっており、交

野市では現在、小型家電リサイクル法の対象物については、分別収

集や拠点でのボックス回収ではなく、粗大ごみとして処分されたもの

の中から、対象物を選別し取り出すピックアップ方式による回収を

し、認定事業者へ引き渡しが行われております。審議会からも、ごみ

減量化のため、今後も適正なリサイクルを推進していくべきと提言し

ています。 

  

 

(４) 手数料の水準について 

意見の概要 意見に対する審議会の考え方・対応 件数 

家庭系ごみ処理手数料水準を 300

円から 1,800円にした計算方法が

知りたいです。 

手数料水準については、近隣各市と足並みを揃えることが適切であ

ると考え、有料化を導入している近隣市を参考に判断しました。 

1 

 

(５) 手数料の使途について 

意見の概要 意見に対する審議会の考え方・対応 件数 

手数料の使途に街の美化とある

が、他課からも街の美化のための

補助金があるのに、まだ補助金を

上乗せするのですか。 

街の美化には、市街地の緑化や地域清掃など多岐にわたります。た

だし、手数料の使途については、重複したり必要のないものに使用

することのないよう、交野市の状況や市民のニーズに応じた方法に

するよう提言しています。 

1 
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 (６) 減免について 

意見の概要 意見に対する審議会の考え方・対応 件数 

なぜ生活保護対象者を減免対象

にするのですか。生活保護を受け

ていない低所得者もいます。 

減免については近隣市を含めすでに有料化を実施している市を参

考に公的に資産や扶養関係等を確認できる生活保護世帯と災害等

を受けた世帯を対象とする判断としました。 

1 

 

(７)ごみ減量施策について 

意見の概要 意見に対する審議会の考え方・対応 件数 

粗大ごみの中の木類はペレット加

工してリサイクルしてはどうです

か。 

分別及びリサイクルの方法については、その経済性や分別した際の

炉の燃焼効率等も考慮し検討していく必要があると考えます。 

（市の見解） 

いただいたご意見は今後のごみ減量化のための検討施策として参

考にさせていただきます。 

2 

不要なこどものおもちゃを必要とし

ている人に情報提供する場があれ

ばいいと思います。 

（市の見解） 

交野市環境事業所では、年に１度環境事業所フリーマーケットを実

施しており、家庭で不要になった玩具や遊具の提供を呼びかけ、回

収したおもちゃは必要に応じて修理、洗浄や消毒などを行った上

で、市民に無償提供しております。今後は広報紙に加えホームペー

ジ、地域の回覧等を活用しイベントの情報発信に努めるべきと考えま

す。 

 

(８)有料化実施後の懸念点 

意見の概要 意見に対する審議会の考え方・対応 件数 

有料化が始まると不法投棄が増加

するのではないでしょうか。 

有料化の導入直後は、不法投棄の発生が懸念されますが、一般的

に不法投棄の増加は有料化導入以前の状況に影響を受けることが

多いとされています。交野市では、これまでも大阪府や交野警察と連

携し、監視カメラや警告看板の設置、パトロールの実施など不法投

棄対策に取り組まれており、一定の成果が出ているところでもありま

すが、よりいっそうの対策強化を図るべきと考えます。 

4 

有料化を実施したらゴミ屋敷がで

きるのではないでしょうか。 

今回の有料化については、対象は粗大ごみの一部であり、４５Ｌ以内

の袋に入る粗大ごみのほとんどは申込みのうえ、毎月一定数無料で

これまでどおり排出できるような制度を想定しているため、有料化導

入によりごみ屋敷の発生などに直結する可能性は低いものと考えま

す。しかし、市民の皆様にとってごみの排出が不便になることがない

よう、わかりやすいマニュアルの作成や説明会の実施等により十分

に周知し、また、問い合わせへの対応を充実していく必要があると提

言しています。 
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意見の概要 意見に対する審議会の考え方・対応 件数 

通りすがり等、他人が捨てた粗大

ごみ処理費用は誰が負担するの

ですか。 

不法投棄されたごみについては、現在でも交野警察と連携しなが

ら、できる限り、その所有者を追跡してされていますが、有料化導入

後は追跡を強化し、判明後は当人に請求すべきと考えます。しかし

ながら、所有者の判明に至らなかった場合は、原則として所有者、占

有者の責任での処分となることから、地域の衛生面を考慮し、市が適

正に処理することもあると考えます。 

  

自宅で粗大ごみを燃やす人が増

え、公害や火事になるのではない

でしょうか。 

野外での廃棄物の焼却は廃棄物処理法違反となり、原則禁止をさ

れております。野外焼却に関しては、警察と連携し今後とも指導を強

化していただく必要があると考えます。 

  

 

(９)点検、評価、見直しについて 

意見の概要 意見に対する審議会の考え方・対応 件数 

目的の達成状況を測るため、各項

目の目標を定量化・数値化して、

明確にし、その数値実績を公表す

べきです。（市民意識の向上等も

数値目標を設定すべき。） 

有料化制度に関する点検評価の方法については、ご意見を参考に

市民にとってわかりやすく、数値化できるものは数値化するようにと、

提言に加えます。 

3 

制度の評価や見直しは毎年実施

すべきです。 

制度全体の見直しについては、制度の定着も考慮する必要があるた

め毎年見直しを行うのは現実的ではないと考えますが、評価は毎年

実施し、改善すべき点については、早急に見直すべきと考えます。 

数値目標を定めておき、その達成

度により手数料が増減するような

家庭系ごみ総量と手数料が連動し

た制度にすることで発生抑制に対

して市民のインセンティブが期待

できるのではないかと考えます。 

有料化導入後の手数料見直しにあたり、目標が達成されなかったこ

とにより市民に負担増を求めるものではなく、またその逆もしかりと判

断しました。また、減量目標を達成した場合も、さらなる減量につな

がる施策を検討すべきと考えます。 

 

(10)排出方法について 

意見の概要 意見に対する審議会の考え方・対応 件数 

在宅医療にかかる腹膜透析ＣＡＰ

Ｄ及び糖尿病（検査キット針）（注

射針）は、粗大ごみ処理で廃棄で

きるのですか。 

（市の見解） 

交野市では、現在、在宅医療に関する廃棄物について、針のついて

いない物については普通ごみで排出することができますが、収集時

の安全性を考慮し、その一部は事前申請のうえで排出可能としてい

ます。また、自己注射器等の鋭利な針については、原則医療機関に

返却していただく対応となっていますが、安全装置付きの自己注射

針等もあるため、今後は医療関係者とリスクコミュニケーションを図り

お互いに合意を行ったうえで、より適切な収集運搬処理方法を確立

していきたいと考えています。 

1 
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(11)審議会について 

意見の概要 意見に対する審議会の考え方・対応 件数 

交野市のごみに関するアンケート

調査報告書を作成した年月日を

見ると、平成 22年 8月とデータが

あまりにも古いですが、環境審議

会全員に配布して検討しました

か。 

（市の見解） 

ごみ処理手数料については近年、大阪府下でも有料化を導入して

いる市町村が増加しているなか、ご指摘の通り、アンケート実施年度

が５年以上前であったこと、また、今回はごみ処理手数料のあり方に

ついて審議したところ、粗大ごみの一部を有料化することとして検討

したことなどから、平成２２年度の調査報告書を今回の審議会での参

考とするのは難しいと判断したため、各委員への配布は行っていま

せん。 

1 

 

(12)その他 

意見の概要 意見に対する審議会の考え方・対応 件数 

今は粗大ごみ有料化の話だが、い

ずれ、家庭系ごみ全部が有料化

になるのではないですか。 

ごみの減量を目的にした有料化の導入については、国が推進してい

るところであり、全国的には平成２６年度で 63.1％の市区町村が家庭

系普通ごみの有料化を導入しており、近年家庭系普通ごみの有料

化を導入する市区町村が増えている状況があります。しかしながら、

審議会では、交野市のごみ量の推移、近隣市の状況等から、現段

階では交野市では粗大ごみの一部のみでの有料化とするべきと考

えています。 

5 

 

 


